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平成３０年度全国高等学校総合体育大会大分県選手記録

No. 競技 種目 種目 氏名・学校名 競技記録 備考

1 陸上競技 男子110mH 予選4組 甲斐　叶夢 大分 8位 15秒18

1 陸上競技 男子400m 予選4組 北野　耀次郎 大分 失格

男子800m 予選3組 佐藤　奎斗 鶴崎工業 4位 1分54秒70

男子800m 予選4組 都甲　大地 楊志館 5位 1分56秒03

1 陸上競技 男子1500m 決勝 ベヌエルモゲニ 大分東明 1位 3分47秒65 １位

1 陸上競技 男子5000m 決勝 ベヌエルモゲニ 大分東明 1位 14分05秒49 １位

1 陸上競技 男子5000m 予選3組 佐藤　俊輔 鶴崎工 12位 14分43秒71

男子400mH 予選2組 神徳　元太 大分雄城台 7位 54秒65

1 陸上競技 男子3000m障害 決勝 ダンカン　キサイサ 大分東明 2位 8分59秒39 ２位

男子4×100mﾘﾚｰ 予選6組 7位 42秒11

1 陸上競技 男子棒高跳 予選1組 宮本　幸輝 大分西 記録なし

男子走幅跳 予選1組 渡部　豪琉 杵築 13位 6m93

男子走幅跳 予選2組 小畑　葵 佐伯鶴城 17位 6m97

男子砲丸投 予選2組 芦刈　隆太 佐伯豊南 27位 13m83

1 陸上競技 男子やり投 予選2組 疋田　直輝 佐伯鶴城 11位 58m89

1 陸上競技 男子八種競技 最終成績 麻生　裕紀 大分雄城台 33位

1 陸上競技 走幅跳/6m19 砲丸投/13m68 400m/51秒72 110mH/15秒26

1 陸上競技 やり投/47m76 走高跳/記録なし 1500m/4分54秒16 100m/10秒89

男子総合学校対抗 大分東明高校 23点 １位

1 陸上競技 女子100m 予選2組 吉野　奈子 大分西 8位 12秒32

1 陸上競技 女子100m 予選8組 加藤　汐織 大分雄城台 4位 12秒05

1 陸上競技 女子200m 予選1組 吉野　奈子 大分西 7位 25秒58

1 陸上競技 女子200m 予選3組 大塚　美穂 大分西 8位 25秒69

1 陸上競技 女子200m 準決勝2組 加藤　汐織 大分雄城台 8位 25秒24

1 陸上競技 女子800m 予選4組 吉良　瑞希 大分舞鶴 7位 2分16秒28

1 陸上競技 女子1500m 予選4組 メアリー　ムイタ 大分東明 9位 4分33秒41

1 陸上競技 女子3000m 決勝 マータ　モカヤ 大分東明 1位 8分51秒41 １位

1 陸上競技 女子4×100mﾘﾚｰ 準決勝1組 8位 47秒69

女子走高跳 予選1組 齋藤　美優 大分舞鶴 記録なし

1 陸上競技 女子棒高跳 決勝 乙津　彩乃 大分西 11位 3m60

1 陸上競技 女子棒高跳 決勝 山本　亜希 大分西  8位 3m70 ８位

1 陸上競技 女子棒高跳 予選1組 金子　絵美里 大分西  8位 3m40

女子砲丸投 決勝 大谷　夏稀 大分雄城台  7位 13m50 ７位

1 陸上競技 女子砲丸投 予選1組 河野　凛 佐伯鶴城 20位 11m67

1 陸上競技 女子円盤投 決勝 奈須　貴子 大分雄城台  3位 42m83 ３位

1 陸上競技 女子ﾊﾝﾏｰ投 決勝 中村　ののか 大分雄城台 28位 44m08

1 陸上競技 女子やり投 予選2組 亀井　桜 別府鶴見丘 10位 41m95

1 駅伝 男子　　　　大分東明 遠入・萱島・ベヌエル・庭瀬・塩田・後藤・河野 １５位 ２時間６分４６秒

女子　　　　大分東明 神田・磯部・有田・紀野・ﾏｰﾀ ４位 １時間８分４秒

2 体操 男子団体総合 予選（最終） 35位　 193.100

2 体操 ゆか/36.300・あん馬/28.950・つり輪 /29.500

2 体操 跳馬/34.850・平行棒/31.150・鉄棒/32.350

2 体操 男子個人総合 予選（最終） 古野　裕也 杵築 113位 70.500

2 体操 木村　颯太 杵築 190位 63.950

2 体操 小野　諒二 佐伯鶴城 228位 57.250

2 体操 岡崎　凪汰 杵築 230位 56.100

2 体操 浦松　孝晟 杵築 238位 52.850

2 体操 女子団体総合 予選（最終）  47位　 96.300

2 体操 跳馬 / 31.850段違い平行棒 / 15.400

2 体操 平均台 / 19.050ゆか / 30.000

2 体操 女子個人総合 予選（最終） 児玉　優佳 大分西 192位 40.950

2 体操 河野　真菜 杵築 203位 39.550

2 体操 本田　鈴佳 杵築 217位 38.550

2 体操 今村　真弥 大分西 233位 35.850

2 体操 近廣　若奈 大分西 263位 19.500

2 新体操 男子個人 男子個人 植木　温大 日出総合 30位 23.625　ｸﾗﾌﾞ11.650/ｽﾃｨｯｸ11.975

2 新体操 女子団体 女子団体 16位 16.35

2 新体操 女子個人 女子個人 伊藤　陽菜子 別府鶴見丘 29位 20.100　ﾌｰﾌﾟ9.850/ﾎﾞｰﾙ10.250

3 競泳 男子100m自由形 B決勝 菅野　遼 佐伯鶴城 13位 52秒00

男子200m自由形 B決勝 坂田　涼人 大分雄城台 16位 1分54秒98

3 競泳 男子200m自由形 B決勝 菅野　遼 佐伯鶴城 15位 1分54秒26

男子100m背泳ぎ 予選4組 御手洗　大心 佐伯鶴城  8位 59秒02

3 競泳 男子200m背泳ぎ 予選2組 御手洗　大心 佐伯鶴城  7位 2分10秒09

3 競泳 男子4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 予選5組 10位 3分56秒49

大分（甲斐・北野・田村・田﨑）

大分雄城台(新名・加藤・神徳・河野) 

杵築（木村/古野/岡崎/浦松）

大分西（近廣/児玉/今村）

別府鶴見丘（明石/平野/秋山/伊藤/岐部/倉原)

佐伯鶴城(御手洗/三ツ股/東/菅野)
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女子100m自由形 予選1組 髙野　二葉 佐伯鶴城  6位 59秒82

3 飛込 男子飛板飛込 決勝 江藤　真透 杵築  5位 515.05 ５位

男子飛板飛込 決勝 山本　馨 別府翔青 11位 466.8

男子高飛込 決勝 山本　馨 別府翔青  8位 455.95 ８位

3 飛込 女子飛板飛込 決勝 漆間　陽波乃 別府翔青  7位 385.1 ７位

3 飛込 女子高飛込 決勝 漆間　陽波乃 別府翔青  5位 401.9 ５位

4 バスケットボール 男子 1回戦 大分舞鶴 59 － 81 前橋育英

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ (群馬）

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 女子 1回戦 藤蔭 64 － 90 昭和学院

4 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ (千葉) 

5 バレーボール 男子 敗者復活戦 大分南 1 － 2 巻

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (新潟)

5 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 女子 準決勝 東九州龍谷 0 － 2 下北沢成徳 ３位

(東京)

6 卓球 男子学校対抗 1回戦 明豊 1 － 3 杜若

6 卓球 (愛知)

6 卓球 男子シングルス 1回戦 渡辺　龍介 2 － 3 小池　龍成

6 卓球 明豊 福島東稜(福島)

6 卓球 1回戦 平賀　龍生 0 － 3 岸田　竜輝

6 卓球 明豊 上宮(大阪)

6 卓球 2回戦 近藤　蓮 2 － 3 石本　光

6 卓球 明豊 開志国際(新潟)

2回戦 中村　和覇 2 － 3 金光　宏暢

明豊 大原学園(東京)

6 卓球 男子ダブルス 1回戦 立麻/芦沢 2 － 3 村越/石井

6 卓球 明豊 東京学館浦安(千葉)

4回戦 近藤/渡辺 0 － 3 田中/加山

明豊 愛工大名電(愛知)

女子学校対抗 1回戦 明豊 1 － 3 駒大苫小牧

6 卓球 (北海道)

6 卓球 女子シングルス 2回戦 中園　涼花 0 － 3 海保　愛美

6 卓球 明豊 武蔵野(東京)

3回戦 高橋　花 0 － 3 岡崎　日和

明豊 川口市立(埼玉)

6 卓球 1回戦 宮田　保野花 2 － 3 田村　美佳

6 卓球 明豊 育英(兵庫)

6 卓球 1回戦 渡邊　寧々 2 － 3 大橋　奈々子

6 卓球 明豊 真岡女(栃木)

6 卓球 女子ダブルス 1回戦 高橋/宮田 2 － 3 西原/木塚

6 卓球 明豊 済美(愛媛)

2回戦 中園/渡辺 0 － 3 関口/西村

明豊 青藍泰斗(栃木)

7 ソフトテニス 男子団体 2回戦 大分商 0 － 3 岡崎城西

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ (愛知)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 男子個人 1回戦 藤野/河野 2 － 4 青木/小原

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 大分商 黒沢尻北(岩手)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 1回戦 工藤/星野 3 － 4 神田/杉本

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 大分上野丘 綾羽(滋賀)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 2回戦 一法師/山本 3 － 4 橋本/加藤

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 大分商 米子高専(鳥取)

2回戦 姫野/秦 0 － 4 旭/斎藤

大分 羽黒(山形)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 高松/甲斐田 2 － 4 西迫/前田

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 大分商 中京学院大中京(岐阜)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 森田/甲斐 1 － 4 遠藤/滝瀬

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 大分商 木更津総合(千葉)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 長浜/板屋 0 － 4 森実/加藤

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 大分商 尼崎稲園(兵庫)

女子団体 1回戦 大分商業 1 － 2 盛岡誠桜

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ (岩手）

女子個人 2回戦 大森/渡辺 3 － 4 福井/大村

明豊 高岡西(富山)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 甲斐/矢野 3 － 4 原田/中村

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 三重総合 岩国商(山口)

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 2回戦 飯野/真島 3 － 4 横山/中村

7 ｿﾌﾄﾃﾆｽ 明豊 昭和学院(千葉)
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7 ソフトテニス 3回戦 後藤/藤澤 3 － 4 吉田/岡留

大分商 昇陽(大阪)

広末/河野 3 － 4 前角地/晴山

大分商 盛岡誠桜(岩手)

4回戦 岩倉/古田 3 － 4 岡野(萌)/岡野(若)

明豊 広島翔洋(広島)

8 ハンドボール 男子 3回戦 大分雄城台 22 － 24 洛北

(京都）

女子 3回戦 大分 26 － 27 佼成学園女子

(東京）

9 サッカー 男子 1回戦 大分 0 － 1 関大北陽

9 サッカー (大阪）

10 ラグビー 1回戦 大分舞鶴 ２６　{
26―14
0 ― 7

}　２１ 深谷(埼玉)

フットボール 2回戦 大分舞鶴 ６７　{
31 ― 0
36 ― 7

}　7 桐蔭学園(神奈川)

11 ソフトボール 女子 1回戦 大分南 0 － 8 笠田

11 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ (和歌山）

12 相撲 団体　決勝トーナメント 1回戦 2 － 3 金沢学院

（石川）

個人 決勝T1回戦 斉藤　善英 うわてだしなげ ○ 松村　将伍

中津東 向の岡工(神奈川)

決勝T1回戦 岩元　優樹 つきだし ○ 鈴木　優斗

日田林工 飛龍(静岡)

決勝T進出者2回戦 矢田　翔大 おしだし ○ 春山　万太郎

中津東 埼玉栄(埼玉)

13 柔道 男子団体 2回戦 柳ケ浦 1 － 3 天理

(奈良）

13 柔道 男子60kg級 1回戦 石田　聖人 合わせ技 ◯ 松田　淳希

13 柔道 柳ケ浦 初芝橋本(和歌山)

13 柔道 男子66kg級 1回戦 山口　健太郎 合わせ技 ◯ 横田　貴也

13 柔道 柳ケ浦 阿波(徳島)

13 柔道 男子73kg級 1回戦 松永　諒人 優勢 ◯ 高橋　寛多

東九州龍谷 神港学園(兵庫)

13 柔道 男子81kg級 1回戦 山口　良太 合わせ技 ◯ 板東　虎之輔

13 柔道 柳ケ浦 木更津総合(千葉)

男子90kg級 3回戦 服部　竜也 内股 ○ 村尾　三四郎

柳ヶ浦 桐蔭学園(神奈川)

13 柔道 男子100kg級 3回戦 下石　悠生 優勢 ○ 皆川　大記

13 柔道 国東 千葉経大付(千葉)

13 柔道 男子100kg超級 4回戦 平山　隆博 浮き落とし ○ 松岡　大輝 ５位

13 柔道 柳ヶ浦 崇徳(広島)

13 柔道 女子団体 1回戦 大分西 0 － 1 新田

13 柔道 〈愛媛）

女子48kg級 1回戦 徳丸　緋奈乃 優勢 ◯ 宮本　やほ

高田 皇學館(三重)

女子52kg級 1回戦 村上　さくら 崩れけさ固め ◯ 平内　那奈実

柳ケ浦 八戸学院光星(青森)

女子57kg級 1回戦 松谷　なつみ 縦四方固め ◯ 山本　佳那

柳ケ浦 西京(山口)

女子63kg級 1回戦 中間　瑞紀 反則負け ◯ 中越　皓子

大分西 広島工大高(広島)

女子70kg級 1回戦 河野　真美 小外掛け ◯ 田嶋　海佳

大分西 帝京(東京)

女子78kg級 1回戦 名郷　未祐 合わせ技 ◯ 福士　明里

大分西 札幌日大(北海道)

女子78kg超級 1回戦 羽田野　真尋 後ろけさ固め ◯ 吉山　風暖

三重総合 比叡山(滋賀)

14 剣道 男子団体 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 準々決勝 明豊 0 － 3 育英 ５位

(兵庫)

14 剣道 男子個人 2回戦 田嶋　祐輔 － ◯　メ 加藤　竜成

14 剣道 三重総合 八頭(鳥取)

14 剣道 1回戦 中尾　泰真 － ◯　メ 宇田川　雄生

14 剣道 明豊 埼玉栄(埼玉)

14 剣道 女子団体 予選リーグ Fブロック 三重総合 予選2分け

14 剣道 女子個人 2回戦 松岡　実李 － ◯　メ 斎藤　優奈

14 剣道 明豊 淑徳巣鴨(東京)
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4回戦 矢野　あすか － ◯　メメ 妹尾　舞香

杵築 中村学園女(福岡)

15 弓道 男子団体 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 2回戦 大分工業 13 － 14 延岡学園

(宮崎)

15 弓道 男子個人 男子個人 準決勝 内林　優斗 国東 0中

15 弓道 男子個人 決勝 宮平　惇希 鶴崎工 順位なし

15 弓道 女子団体 決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 1回戦 別府鶴見丘 12 － 14 高松東

15 弓道 (香川)

女子個人　予選 女子個人　予選 吉川　優夏 大分東明 2中

15 弓道 桃田　夢乃 宇佐産業科学 2中

16 登　山 男子 男子 竹田 35位 92.9

16 登　山 女子 女子 竹田 8位 98.3 ８位

17 バドミントン 男子学校対抗 2回戦 別府鶴見丘 0 － 3 東大阪大柏原

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ （大阪）

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子シングルス 1回戦 田邊　龍世 0 － 2 林　　龍

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 別府鶴見丘 広島城北〈広島）

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2回戦 菅　大伍 0 － 2 小野田　泰地

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 別府鶴見丘 星陵（静岡）

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 男子ダブルス 1回戦 岩本/相本 0 － 2 近藤/岡嶋

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 大分西 札幌第一（北海道）

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2回戦 甲斐/三浦 0 － 2 武藤/奈良岡

18 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 別府鶴見丘 浪岡（青森）

19 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子学校対抗 1回戦 昭和学園 2 － 3 山形城北

20 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ (山形)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子シングルス 1回戦 合屋　ひなゑ 1 － 2 岡本　英里香

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 昭和学園 勝山(福井)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2回戦 草野　真央 1 － 2 浅井　和奏

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 昭和学園 柳井商工(山口)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 女子ダブルス 2回戦 伊藤/飯田 1 － 2 山部/善家

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 昭和学園 山陽女(岡山)

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 3回戦 幸/金田 0 － 2 鈴木/大沢

17 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 別府鶴見丘 埼玉栄(埼玉)

18 ボート 男子舵手つきクォドルプル 準々決勝1組 日田三隈(佐藤/長谷/後藤/福井/堀尾) 4位 3分22秒54

男子ダブルスカル 敗者復活戦4組 石井・矢幡 日田 4位 3分30秒16

男子シングルスカル 準々決勝4組 二串　綾修 日田 3位 3分45秒78

女子舵手つきクォドルプル 準々決勝1組 日田(矢野/藤原/秋好/都崎/室) 6位 3分56秒70

女子ダブルスカル 準々決勝3組 松本・柿原 日田三隈 6位 4分01秒56

女子シングルスカル 敗者復活戦3組 神尾　沙羽 日田三隈 5位 4分25秒37

19 レスリング 男子学校対抗 2回戦 日本文理大付 2 － 5 網野

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ (京都)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子51kg級 2回戦 鈴木　翔也 フォール 〇 塩谷　　優

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大附 4分10秒 自由ヶ丘学園(東京)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子55kg級 1回戦 深水　小鉄 Tフォール 〇 曽根　敬次郎

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大附 4分38秒 上田西(長野)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子60kg級 2回戦 勝　裕太郎 6 － 12〇 小田嶋　大樹

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大附 日大藤沢(神奈川)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子65kg級 1回戦 橋本　海斗 4 Tフォール 29〇 杉本　　舜

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大附 4分29秒 大和広陵(奈良)

男子71kg級 1回戦 浅香　凛太朗 Tフォール 〇 佐藤　匡記

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大附 52秒 帝京(東京)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子80kg級 1回戦 衛藤　昇王 Tフォール 〇 川原　大夢

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大附 45秒 池田(徳島)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子92kg級 1回戦 工藤　　譲 3 － 10〇 森田　祥平

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 日本文理大附 市伊丹(兵庫)

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 男子125kg級 2回戦 川野　優貴 Tフォール 〇 笹岡　龍馬

19 ﾚｽﾘﾝｸﾞ 佐伯豊南 5分55秒 福井農林(福井)

女子57kg級 2回戦 伊藤　若奈 Tフォール 〇 八木　千尋

日本文理大附 4分38秒 今治工(愛媛)

20 テニス 男子団体 準決勝 大分舞鶴 1 － 2 秀明大秀明八千代 ３位

20 テニス (千葉)

20 テニス 男子シングルス 1回戦 井上　隆也 5 － 8 山口　貴大

20 テニス 大分舞鶴 浦和学院(埼玉)

20 テニス 男子シングルス 2回戦 野田　成佑 4 － 8 戎　七星

20 テニス 大分舞鶴 神村学園(大阪)

20 テニス 男子シングルス 4回戦 田口涼太郎 5 － 8 池田　朋弥
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大分舞鶴 誉(愛知)

20 テニス 男子ダブルス 2回戦 田口/井上 6 － 8 青木/手塚

20 テニス 大分舞鶴 文星芸大付(栃木)

20 テニス 女子団体 1回戦 福徳学院 0 － 3 富山国際大付

20 テニス (富山)

20 テニス 女子シングルス 1回戦 笠原　扉奈 2 － 8 阿部　宏美

20 テニス 大分上野丘 愛知啓成(愛知)

2回戦 中島　つぐみ 2 － 8 猪川　結花

福徳学院 岡山学芸館(岡山)

20 テニス 女子ダブルス 1回戦 中島/臺 6 － 8 伊藤/鎌田

20 テニス 福徳学院 聖霊女短大付(秋田)

21 自転車 3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙP 予選 高木　京太郎 日出総合 25位 3分37秒920

21 自転車 スプリント 予選 野末　雄太郎 別府翔青 21位 11秒316

スプリント 予選 荒巻　悠喜 日出総合 30位 11秒433

21 自転車 4km速度競走 決勝 下山　綾亮 日出総合  3位 ３位

ポイント・レース 決勝 生野　優翔 日出総合  5位 10 ５位

予選3組 永井　　豪 別府翔青 13位 3

21 自転車 スクラッチ 予選2組 岡田　宗一郎 日出総合 13位

予選3組 円福　竜之介 別府翔青 12位

ケイリン 1回戦敗者復活戦3組 大山　丈一郎 別府翔青  5位

2回戦4組 中根　秀誠 日出総合  6位

21 自転車 4kmﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ 予選 20位 4分42秒588

個人ロードレース 決勝 生野　優翔 日出総合 途中棄権

21 自転車 個人ロードレース 決勝 高木　京太郎 日出総合 途中棄権

21 自転車 個人ロードレース 決勝 円福　竜之介 別府翔青 途中棄権

女子2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 阿南　里奈 別府翔青 2分43秒976  6位 ６位

女子2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｭｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ 北原　歩華 別府翔青 2分49秒062  8位 ８位

女子ケイリン 7-12位決定戦 安東　莉奈 日出総合  8位 ８位

女子個人ロードレース 決勝 阿南　里奈 別府翔青  5位 1時間28分54秒6 ５位

女子個人ロードレース 北原　歩華 別府翔青 途中棄権

22 ボクシング ピン級 1回戦 南里　晃希 判定 ◯ 甲斐　拓海

鶴崎工(大分) 東福岡(福岡)

フライ級 準決勝 安達　魁渡 RSC ○ 福来　龍神 ３位

鶴崎工(大分) 3回1分57秒 江南義塾盛岡(岩手)

バンタム級 3回戦 横野　　葵 判定 ◯ 今永　隼人

大分工(大分) 王寺工(奈良)

ライト級 3回戦 高野　竜次 判定 ○ 堤　龍之介

大分工(大分) 日章学園(宮崎)

ライトウェルター級 準々決勝 西畑　成陽 RSC ○ 本間　一志 ５位

大分工(大分) 2回1分54秒 札幌工(北海道)

ウェルター級 2回戦 伊藤　秀虎 RSC ○ 宇佐美　正パトリック

鶴崎工(大分) 2回1分34秒 興国(大阪)

ミドル級 準決勝 河野　泰斗 判定 ○ 野上　昴生 ３位

鶴崎工(大分) 鹿町工(長崎)

23 ホッケー 男子 1回戦 玖珠美山 1 － 3 御殿場西

23 ホッケー (大分) (静岡)

24 ウエイトリフティング 56kg級 スナッチ 友末　瑛士 国東  7位 87 ７位

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ クリーン＆ジャーク 友末　瑛士 国東 11位 105

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ トータル 友末　瑛士 国東  9位 192

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 62kg級 スナッチ 佐保　滉季 大分工 14位 91

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ クリーン＆ジャーク 佐保　滉季 大分工 16位 114

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ トータル 佐保　滉季 大分工 10位 205

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 62kg級 スナッチ 山岡　辰司 国東 26位 87

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ クリーン＆ジャーク 山岡　辰司 国東 33位 104

24 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ トータル 山岡　辰司 国東 23位 191

69kg級 スナッチ 阿部　典仁 大分工 22位 95

クリーン＆ジャーク 阿部　典仁 大分工 31位 113

トータル 阿部　典仁 大分工 25位 208

69kg級 スナッチ 三橋　彪雅 大分工 31位 91

クリーン＆ジャーク 三橋　彪雅 大分工 29位 115

トータル 三橋　彪雅 大分工 29位 206

77kg級 スナッチ 首藤　佑希 大分工 15位 105

クリーン＆ジャーク 首藤　佑希 大分工 23位 125

トータル 首藤　佑希 大分工 19位 230

77kg級 スナッチ 後藤　慧 大分工 27位 101

クリーン＆ジャーク 後藤　慧 大分工 21位 127

トータル 後藤　慧 大分工 23位 228

日出総合(下山/高木/岡田/生野)
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24 ウエイトリフティング 85kg級 スナッチ 仲摩　敏希 大分工 16位 100

クリーン＆ジャーク 仲摩　敏希 大分工  9位 128

トータル 仲摩　敏希 大分工 10位 228

85kg級 スナッチ 鈴木　翔 大分工 19位 98

クリーン＆ジャーク 鈴木　翔 大分工 21位 120

トータル 鈴木　翔 大分工 18位 218

105kg級 スナッチ 麻生　樹 大分工 10位 108

クリーン＆ジャーク 麻生　樹 大分工  5位 142 ５位

トータル 麻生　樹 大分工  7位 250 ７位

25 ヨット 男子ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 最終成績 川口　晃季 別府翔青 28位 140

25 ヨット 男子420級 最終成績 19位 107

男子コンバインド 最終成績 別府翔青 18位　 35

25 ヨット 女子420級 最終成績 13位 71

25 ヨット 女子420級 最終成績 14位 72

女子コンバインド 最終成績 別府翔青  6位 37 ６位

26 フェンシング 男子学校対抗 2回戦 大分豊府 4 － 5 秋田北鷹

26 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ (秋田)

男子フルーレ 予選T1回戦 橋本　大佑 6 － 15 佐藤　龍

大分豊府 一関二(岩手)

決勝 中村　太郎 15 － 13 川村　京太 １位

大分豊府 東亜学園(東京)

男子エペ 3・4位決定戦 御手洗　拓真 14 － 11 宮川　恒 ３位

大分豊府 龍谷大平安(京都)

男子サーブル 予選T１回戦 橋本　大佑 10 － 15 田中　智也

大分豊府 東葛飾(東京)

女子学校対抗 2回戦 大分豊府 1 － 5 羽島北

(岐阜)

女子フルーレ 予選T1回戦 岡田　花鈴 13 － 15 竹沢　志緒里

別府翔青 乙訓(京都)

予選T3回戦 橋本　結 14 － 15 福塚　世帆

大分豊府 和歌山北(和歌山)

女子エペ 予選T2回戦 森　陽奈子 11 － 15 陸川　麻琴

大分豊府 柏陵(千葉)

女子サーブル 予選T2回戦 板山　梨音 9 － 15 岸川　莉紗

別府翔青 佐賀商(佐賀)

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 200m準決3組 堂園　也真斗 高田 5位 42秒812

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 500m準決2組 堂園　也真斗 高田 5位 1分53秒656

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 200m準決2組 宮崎/芝崎 大分豊府 5位 38秒625

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 500m準決2組 宮崎/芝崎 大分豊府 3位 1分44秒186

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 200m準決勝1組大分舞鶴(石丸/志賀/大窪/蔭山) 4位 37秒740

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 500m準決1組 大分舞鶴(石丸/志賀/大窪/蔭山) 4位 1分39秒168

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 200m決勝 米光　陸 高田 7位 44秒169 ７位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ 500m決勝 米光　陸 高田 1位 2分03秒869 １位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 200m決勝 田中/岩永 高田 2位 41秒188 ２位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾍﾟｱ 500m決勝 田中/岩永 高田 1位 2分02秒091 １位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 200m決勝 高田(米光/熊井/岩永/田中) 2位 37秒778 ２位

28 カヌー 男子ｶﾇｰS・ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾌｫｱ 500m決勝 高田(米光/熊井/岩永/田中) 1位 1分54秒733 １位

男子総合学校対抗 高田高校 40点 ２位

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 200m準決1組 矢野　真泉 大分舞鶴 6位 52秒023

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ 500m準決4組 矢野　真泉 大分舞鶴 4位 2分09秒417

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 200m準決1組 矢野/若林 大分舞鶴 3位 45秒746

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾍﾟｱ 500m決勝 矢野/若林 大分舞鶴 7位 2分12秒983 ７位

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 200m準決3組 大分舞鶴(矢野/若林/小野/小畑) 5位 47秒751

28 カヌー 女子ｶﾇｰS・ｶﾔｯｸﾌｫｱ 500m決勝 大分舞鶴(矢野/若林/小野/小畑) 8位 2分5秒633 ８位

29 なぎなた 団体 決勝 大分西 0 － 2 首里 ２位

(沖縄)

個人 決勝T2回戦 名和　　栞 0 － 1 神山　愛姫

大分西 北条(愛媛)

決勝T2回戦 三浦　日香梨 0 － 1 安次嶺　心

福徳学院 首里(沖縄)

演技 決勝T1回戦 三浦/広瀬 1 － 4 押川/鈴木

29 なぎなた 福徳学院 文化学園杉並(東京)

予選RAﾌﾞﾛｯｸ 坂口/名和 1勝1敗

別府翔青(森本/笠木/一木/足立)

別府翔青(A)桑野/中堀/稲葉(由)/稲葉(愛)

別府翔青(B)内田/市野瀬/大林/武本
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No. 競技 種目 種目 氏名・学校名 競技記録 備考

30 アーチェリー 男子団体 予選  27位 1655

30 アーチェリー 男子個人 予選 宇佐　友希 大分東明 108位 555

30 アーチェリー 斎藤　宏太郎 別府溝部学園 135位 533

30 アーチェリー 宮成　孝輔 大分東明 145位 517

男子個人決勝ﾗｳﾝﾄﾞ 3回戦 後藤　宏和 3 － 7 徳本　汰知

大分東明 魚津工(富山)

30 アーチェリー 女子団体 予選　  31位 1469

30 アーチェリー 女子個人 予選 竹尾　美咲 大分東明 173位 341

女子個人決勝ﾗｳﾝﾄﾞ 2回戦 山本菜月七 1 － 7 園田　　稚

大分東明 足立新田(東京)

1回戦 筒井　　楓 4 － 6 疋田　芽唯

大分舞鶴 浜松商(静岡)

1回戦 青木　咲弥 2 － 6 宇都宮　さえ

大分東明 高志館(佐賀)

31 空手道 男子団体組手 2回戦 柳ケ浦 1 － 4 東洋大牛久

31 空手道 (茨城)

31 空手道 男子個人組手 1回戦 恵良　真斗 2 － 8 谷口　涼太

31 空手道 柳ケ浦 兵庫工(兵庫)

31 空手道 男子個人組手 2回戦 鑄場崎　颯翔 0 － 8 押田　海斗

31 空手道 柳ケ浦 花咲徳栄(埼玉)

31 空手道 男子個人形 1回戦 森山　紀瞭 1 － 4 堀江　海斗

31 空手道 大分南 久留米商(福岡)

31 空手道 2回戦 八明　択実 0 － 5 日比　裕太

31 空手道 中津南 浪速(大阪)

31 空手道 女子団体組手 2回戦 大分南 2 － 3 秋田工

31 空手道 (秋田)

女子個人組手 2回戦 秦　優希菜 0 － 3 野口　暖日

大分南 帝京(東京)

31 空手道 2回戦 安達　志保 1 － 3 堤箸　みく

31 空手道 大分南 横浜創学館(神奈川)

女子個人形 2回戦 矢津田　弥紅 1 － 4 舟川　　楓

東九州龍谷 新川(富山)

4回戦 斉藤　瑶葵 0 － 5 岡田　愛結

大分南 東洋大姫路(兵庫)

35 少林寺拳法 男子単独演武 準決勝2組 角田　光優 昭和学園 順位の発表なし 256

35 少林寺拳法 男子単独演武 予選D組 穴井　達大 玖珠美山 順位の発表なし 253

35 少林寺拳法 女子単独演武 予選A組 日野　可奈子 玖珠美山 順位の発表なし 246

35 少林寺拳法 女子単独演武 予選B組 溝口　綺乃 玖珠美山 順位の発表なし 249

大分東明(山本/青木/竹尾)

大分東明(後藤/宇佐/宮成)


